
予約者数 来場者数 回答数

4,069名 2,826名 482名 

投資戦略フェアEXPO2018秋 in 大阪

65.14%

31.43%

3.43% 0.00%

1. 小次郎講師

とても満足 満足 不満 とても不満

42.94%

38.65%

14.11%

4.29%

2. 高沢健太

とても満足 満足 不満 とても不満

37.64%

61.05%

1.31% 0.00%

満足度

とても満足 満足 不満 とても不満

99.58%

0.42%

来年開催

希望する 希望しない

75.52%

24.48%

性別

男 女

28%

72%

新規率

新規 リピータ



42.61%

47.16%

9.09% 1.14%

3. 坂本慎太郎

とても満足 満足 不満 とても不満

26.82%

36.87%

26.26%

10.06%

4. DAIBOUCHOU

とても満足 満足 不満 とても不満

67.08%

29.19%

3.11% 0.62%

5. 相場師朗

とても満足 満足 不満 とても不満

43.10%

40.52%

12.07%

4.31%

6. 久保優太、むらやん

とても満足 満足 不満 とても不満

57.14%
36.05%

6.80% 0.00%

7. 石原順

とても満足 満足 不満 とても不満

28.85%

38.46%

25.00%

7.69%

8. 岩本祐介、Mr.Hilton

とても満足 満足 不満 とても不満

9. バカラ村 10. Tyun、タケ



32.91%

40.51%

20.25%

6.33%

9. バカラ村

とても満足 満足 不満 とても不満

43.55%

45.16%

11.29% 0.00%

10. Tyun、タケ

とても満足 満足 不満 とても不満

58.97%
30.77%

7.69%
2.56%

11. 成田博之

とても満足 満足 不満 とても不満

20.00%

58.18%

16.36%

5.45%

12. 守屋史章

とても満足 満足 不満 とても不満

44.12%

44.12%

10.29%
1.47%

13. 和島英樹

とても満足 満足 不満 とても不満

25.49%

37.25%19.61%

17.65%

14. ヒロ

とても満足 満足 不満 とても不満

15. 松本英毅 16. 坂井秀人



29.17%

54.17%

16.67%
0.00%

15. 松本英毅

とても満足 満足 不満 とても不満

28.57%

45.71%

14.29%

11.43%

16. 坂井秀人

とても満足 満足 不満 とても不満

0.21%

3.74%

13.72%

27.86%33.89%

16.63%

3.95%

年齢

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳

70歳以上

28.66%

20.92%
30.54%

12.55%
7.32%

投資経験

5年未満

5年以上

10年以上

20年以上

30年以上

31.26%

27.49%

20.84%

9.53%

6.43%
4.43%

保有する金融資産（住居用不動産を除く）

500万円未満

500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上2,500万円未満

2,500万円以上5,000万円未満

5,000万円以上1億円未満

1億円以上

Q9. 経験のある投資商品や取引 （複数回答可）



89.63%

54.36%
43.57%

11.83%

43.36%

17.22%
8.92%

21.99%
10.37%

Q9. 経験のある投資商品や取引 （複数回答可）

43.78%

31.12%

24.48%

10.17% 10.37%

18.05%

26.76%
30.50%

11.00%

Q10.興味のある投資商品や取引 （複数回答可）

15.56%

34.44%

50.41%

33.20% 32.57%

Q11.投資スタイル（複数回答可）



・机があればメモがとりやすいです。

・今はどの株も同じような下がったチャートをしています。ここに来て買い増ししようと決めました。

ありがとうございました。

・昨年（2017）来られていた塚口先生また来てほしいです。

・優待株の講師の方も呼んでほしいです。

・石原順①ボラティリティトレードシグナル②エントリーが判りやすい。

・プレゼントも多く、大満足です。セミナーも充実しており、今後に生かせそうな内容でした。

・ハガキで各セミナーのパスワードを通知（もしくはメール）し、当日に資料を印刷して持って来てメ

モが出来れば良かった。

・セミナー間の空き時間に出展ブースを回れるので、時間のムダがない点は良かった。

・楽天証券の「アナリストが選ぶ“割安成長コモディティ銘柄”はコレ！」がとても興味深かったです。

時間があればもう少し具体的な注文方法など聞いてみたかった。

・投資戦略フェア毎年楽しみにしています。今後とも開催よろしくお願いします！

・たくさんの資料やセミナーを受講でき、大変効率的で楽しませて頂きました。ありがとうございまし

・講師陣は著名な方が多く、もっと聴講したかったのですが、時間が重なり聴けなかったものがあり、

その点は残念でした。充実した内容と思いますので毎年開催をお願いします。

・思っていたい以上に充実していて楽しかったです。

・先生方に直接会えて、とてもうれしく、話されていることがしっかり入って来ました。

・高沢先生の言うとおり、もっと投資の勉強ができる機会を日常生活で多くの日本人が取り入れて投資

家が多く増えてくればと思いました。日本が豊かになり、借金もなくなるような。

・すごく刺激的で良い一日となりました。ありがとうございます。

・大変参考になりました。

・来年も楽しみにしています。

・最後になりましたが、無料でこのような機会をいただき本当にありがとうございました

・第１、２コースの講師の資料が無く、不親切と思う。ぜひレジメだけでも短い一枚物でもいただきた

・ラジオやテレビで聞いている講師の話を生で聞けるのは楽しい。出展社の株売買のシステムもここで

知るものが多くためになります。今後も来たい。

・今後の投資に役立つことが多かったです。投資頑張ります。

・講演や投資仲間との出会いは新しい視点やアイデアの源泉です。

・資料ダウンロードでスマホのため、もしくは私の腕が悪いのか、出来ませんでした。昨年までは紙

で、コストと資源がかかるのは分かります。しかしダウンロードはもう少し分かりやすくしてほしいで

す。→ダウンロードは途中で出来ましたが、やっぱり分かりにくいです。

投資戦略フェアの感想や講師、出展社へのメッセージ、ご意⾒など寄せられたコメント

・参加者が多いのでもう少し広いブースでやって欲しい

・はじめてフェアやセミナーに参加しました。案内もスムーズで迷わずにすみました。Ｃ会場から出口

へ向かう通路は混雑がひどかったです。高沢さんの公園はパンフに12：15～13：30となっていました

が、13時に終了となりました。最初の15分は会社の話となり、高沢さんのお話は少し複雑で残念でし

た。

・小次郎講師のセミナーはとても参考になりました。プラクティスの会員の話も期待していたのですが

宣伝はありませんでした。ちょっと残念。

・Ｂコミさんのお話最高でした。ぜひ来年もお願いします。



・資料は当日、紙ベースで見たい。ダウンロードの提示が遅い、わかりにくい。きちんとセミナー終了

時に（説明）画面に出してもらいたい。

・スタンプラリープレゼントがしょぼい。

・ミニセミナー声が小さくて聞こえなかった。

・席が狭い。

・人が多すぎて、少し嫌になります。

・来年もぜひお願いします。

・出展数も多く、活気があり良い。岡安、フジトミが元気でよかった。

・資料を前もってダウンロード出来るようにして欲しい。後ろの席になると全く見えない。

・投資の研究するにあたり、大変参考になりました。ありがとうございました。

・講演は大変役にたったものが多い。来年度も期待しています。

・少し会場が狭い。

・大変参考になりました。ありがとうございます。来年も期待しております。

・出展社数はちょうどよい。

・予想以上に来場者が多く驚いた。個別セミナーは、ためになる内容が多く有意義だった。

・セミナー後の退場者の混雑を来年は改善していただければ、なお良いと思います。

・とても個性的な講師の人たちで、楽しめました。いろいろ勉強になりました。ありがとうございま

・FXの講師をもっと増やしてほしい。

・セミナー資料を準備してほしい。

・資料DLサービスが良かった。

・３ヶ月に１回して欲しい。

・ハガキが届くのが遅すぎる。一度ホテルをキャンセルしてしまった。せめて一週間前には届くように

して欲しい。

・米国株の取引を検討中なのですが、サクソバンクでも取り扱いがあり、手数料も安いことがわかった

のでさっそく口座開設したいと思います。

・人の流れを考えた会場作りをお願いします。

・いろんな人の話がきけるのでおもしろい。

・本は図書券も使えるとうれしい。

・いろんな方の投資スタイル、予測がきけて、とても貴重なお話でした。ありがとうございました。

・初めての参加でしたが楽しかったです。来年もぜひお願いいたします。

・初めて参加したが、勉強になった。もっとセミナー登録しておけばよかった。次回もあればぜひ参加

したい。

・とても勉強になりました。皆様、熱心に教えて頂け、自身をなくしていたのですが、前向きに考えて

いこうと思えました。

・久保さんの講演のむらやんさんのアシストが抜群で非常に内容の濃い時間を過ごせました。すぐにで

も実践して自分の投資スタイルを身に着けていきたいと思いました。

・出展企業のブースで配布するものに、なにか一工夫があるとよりよいかなと思います。（自社が強み

を持つ分野を分かりやすく強くアピールするようなものです）　本日はありがとうございました。

・人が多かったので休憩する場所が増えるといいです。（飲食する場所も）

・普段YouTubeで見ていた講師の人に直接会えて嬉しかったです。ありがとうございます。



・毎年楽しみにしています。今年も充実していたと思います。資料ダウンロード方式は賛否あると思い

ますがペーパレスでよいと思います。むらやんさんのインタビューぶりも新境地のようで阿川佐和子み

たいでよかったです。

・大阪では梅田で開催してほしい。オプションの説明会場があれば、尚良い。

・小次郎講師の実際のチャートを見てのお話はもっとたくさんやってほしいです。とてもよくわかりま

した。高沢健太さんのお話はとてもわかりやくすく感じてよかったです。緊張されていましたが「お疲

れ様でした！」とお伝えください。坂本慎太郎さんのお話は短い時間なので早く話されていたせいか、

少し言葉が聞き取りにくかったのが残念です。15：30からのマネックスでのお話（トレステを使いなが

ら）がとてもよかったです。こういうのを全体に増やしてほしいです。

・大変楽しく勉強になり感謝しています。

・他の投資家の考えが聞けてよかったです。

・本日はどうもありがとうございました。

・とても難しかった。もっと学びたい。

・株もしたことがないので、今日のお話は理解できないことが多かったですが、興味はありました。現

在の収入だけでは私もしんどい部分があり、でもたくさんの仕事を同時に行うのも体力的にもたないの

も分かっているので、今回のお話はとてもよかったです。次回もし参加することがあれば、少しでも理

解できるように勉強してからきたいと思います。

・Bコミさんのお話聞けてよかったです。

・ウルフ村田さんを呼んでください。

・資料は配布して欲しい。ダウンロードでは遅いからダメです。

・スタンプラリー早く終わりすぎです。参加できず。

・講演が３つブースに分かれているので同時にきける。

・混みすぎ。もっ広いところで、場所ももっとアクセスのよいところ。駅からわかりにくい。

・とてもよい

・高沢先生のツイッターから今回のセミナーを知りました。夢のある話が聞けて自分にもできる気がし

てきました。目からウロコの話もあってうれしかったです。これからもこんなセミナーの企画があれば

参加したいです。よろしくお願いします。

・相場先生が良かった。

・大変勉強になりました。内容が濃くて楽しかった。でも、びっしりで疲れた。

・スタンプラリー終わっていて残念。

・本やプレゼントもらえて嬉しい。ありがとうございました。８月に見つけて株仲間にも声かけて都合

あわせて７人で来ました。また来年、チャンスあったら来ます。

・来年も開催してください。高沢健太の本が貰えてうれしいです。

・昼食時間が取りにくいスケジュールです。安いカレー屋が休みで困りました。12：15-12：45に昼食

用に空白時間帯を設けて下さい。Ａ会場とＢ会場は平行進行で良いです。Ｃ会場のＰＭは変則なので、

ＡＢ⇔Ｃ菅の乗り換えが困難です。全部平行にして欲しいです。

・わかりやすいものもあれば、初めてなら難しいものも･･･、超初心者向けに教えてくれる講師がいれ

ば、もっと嬉しいです。

・東京と同じ規模、講師で開催してほしいです。

・例年参加させてもらっていますが、とにかく会場が狭いですね。特にブース展開のところが狭いです



・相場先生のセミナーをもっと見たい。

・来年以降も開催されることを希望します。

・相場先生のセミナーでモチベーションが上がりました。楽しかったです。

・1日でたくさんのセミナーを受講できたり、いろんな景品などをいただけてとっても楽しいです。ぜ

ひまた開催してほしいです。

・来場してよかったです。次回も来たい。

・昨年初めて参加し勉強になりましたので、今年も参加しました。本日の講師の方の講演を今後の投資

に活かしていきます。

・名古屋でもやってください。大阪や東京までいくのは大変です。

・受動喫煙や人込みが苦手なので、座席指定は辛いと思いましたがスタッフに申し出をしたら席を替え

てくれました。配慮いただき、ありがとうございます。消防法などの制約があるかと思いますが、最後

列に避難できると助かります。

・ありがとうございました！　勉強になりました。多くの先生方の手法をお聞きすると実践につなげや

すいです。来年は早く申込みして、より希望の先生のお話を聞きたいです。

・DAIBOUCHOU氏の講演はレベルが高く良い内容だが一般個人投資家には若干レベルが高いように思

われます。

・資料や本が入れられる袋がもらえるとよいと思います。

・久保優太・むらやんさんの2人のかけあいで、とても分かりやすかったです。

・座席をもう少し広くしてほしい。昼食をとれる時間もほしい。

・初めて参加しましたが、とても楽しかった。ラジオ日経などでいつも聞いている方の講演が直で聞け

てこれからも投資を頑張ろうと思えた。本のプレゼントなどもあって、ちょうど買おうと思っていたの

でとてもラッキーだった！！！

・前列の両脇だとスクリーンが見づらかった。

・後ろのほうの席は前の人の頭でスライドが見えませんでした。映画館のように半分ずらすようにして

くれれば見えるのにと少し残念でした。

・3月の東京に比べて会場の広さに余裕がありゆっくり受講することができました。大阪の投資家さん

の雰囲気も感じられて（東京在住ですが）参加してよかったです。

・全講師の成績を超えるように頑張ります。

・とても興味深く面白いセミナーばかりでした。もっとたくさん受講したかったです。1日では回りき

れない。。

・ヒロさんのお話をもっと長く聞きたかった。

・初めて来ました。投資に興味があり、これから勉強していくつもりです。

・小次郎講師さんにはストキャスティクスの話もしてほしかったです。

・いろいろと勉強できてよかった。

・ここでしか聞けない情報がもっとあるとよいです。

・広い会場であればよいと思います。座席の間隔を広くしてほしいです。

・お名前だけ聞いたことがあるといった講師の方のお話など気軽に聞けることができ、「縁ができる」

きっかけになります。いろいろなトレード手法があり勉強になります。

・入場パンフレットに筆記用具とメモをセットしてほしい。



・ありがとうございました。

・有難うございます。先端の投資戦略を学べること、東京で活躍の講師に直に教えを請えること、ト

レード仲間の雰囲気を味わえること、パンローリングの本を安く買えることなど楽しみな一日です。有

難うございます。

・DAIBOUCHOU氏のセミナーを受講しました！

・「トレーダーズバイブル」心がまえを学べるのがよかったです。

・毎年、相場先生のセミナーを楽しみで参加しています。ラジオニッケイの株塾が終了して大変残念で

す。出展社さんで相場先生の新番組を企画してほしいです。

・それぞれの講師のもう少し突っ込んだ説明をしてほしかった。プレゼントやスタンプラリーは面白

かった。

・とても有意義で勉強になりました。

・毎年参加させていただいています。次もぜひ参加させていただきます。

・非常に参考になりました。今後の投資に活かしたいと思います。各ブースの会社をもっと増やしてほ

しいです。各コーナーイベントがあれば面白いと思います。

・講演が3つのブースに分かれているので同時に聞けず選ばないといけないのですが、参加することで

聞くことのできなかった講演を1～2つスライド視聴ができる工夫（パスワードを1～2ついただけると

か）があるとありがたい。小次郎講師はいつも通りわかりやすかった。

・指標の見方を知りたいです。

・よくぞこれだけ豪華な有名講師を集めてくださいました。今日はぜいたくなせみなーでした。次回も

ぜひ参加したいです。

・オプションのセミナーをやってほしい。

・どの先生も良い内容の話でした。

・ブースでのイベント（マネックス証券の坂本さんなど）マイクが使えないので後ろだと全く聞こえな

くて残念でした。A・B・C会場より小さい部屋でもっと短い時間の講演があるとうれしいです。講演終

了後ではなく先にレジュメのダウンロードができたほうがわかりやすいと思います。またプロジェク

ターを使うのにレーザーポインターがないので、チャートを表示させたときにわかりにくかったです。

・毎年参加を楽しみにしています。いろんなセミナーが聞けてとても参考になりました。

・とてもよかったです。ありがとうございます。

・後ろのほうに座ったため、（視力2.0ですが）グラフの下のほうの文字が見えにくかった。軽く「青は

～～。赤は～～」と言ってほしかった。

・小次郎講師のセミナーが前回より上級で役に立った。出展ブースが少なく感じた。

・さまざまな投資法の話が聞け、大変勉強になりました。出展企業の話も聞きたかったが、セミナーの

間の時間ではなかなか余裕がなく残念だった。また来年も来ます。

・今後も大阪での開催のほど、よろしくお願いいたします。

・人が多すぎる。

・来年も楽しみにしています。

・2回目の参加でしたが得るものが多くてよかったです。来年もぜひ参加したいです。ひとつお願いで

すが、銘柄紹介していただく場合は証券コードも言ってくれると助かります（会社名を聞き漏らしたく

ないので）。



・過熱しすぎない感じで今年はよかった。プットとコールのやつは毎年意味わからん。やはり情勢とか

日経の上がった理由、下げた理由とが知りたい。あたり前すぎる話もつならない。やはりわからないこ

と、知りたいことを知れたらと思う。

・ネット上のカリスマのセミナーを聞けて有意義でした。しかも無料で。

・案内状が届いたのがフェア前日でしたので1週間前など余裕をもって発送願います。

・中原圭介さんの講演を希望します。


